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１．平成18年３月期の連結業績（平成17年４月１日～平成18年３月31日）

(1）連結経営成績 （注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

売上高 営業利益 経常利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

18年３月期 18,410 (△ 0.9) 1,120 ( 　81.7) 901 (　64.6)

17年３月期 18,586 (△ 5.1) 616 ( △ 7.6) 547 (　 6.2)

当期純利益
１株当たり
当期純利益

潜在株式調整後１株
当たり当期純利益

株主資本
当期純利益率

総資本
経常利益率

売上高
経常利益率

百万円 ％ 円 銭 円 銭 ％ ％ ％

18年３月期 475 (67.9) 56 24 － － 5.6 6.5 4.9

17年３月期 283 (76.2) 33 03 － － 3.5 4.0 2.9

（注）①持分法投資損益 18年３月期 ― 百万円 17年３月期 ― 百万円

　　　②期中平均株式数（連結） 18年３月期 8,457,580株 17年３月期 8,577,374株

③会計処理の方法の変更 無

④売上高、営業利益、経常利益、当期純利益におけるパーセント表示は、対前期増減率であります。

(2）連結財政状態 （注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

総資産 株主資本 株主資本比率 １株当たり株主資本

百万円 百万円 ％ 円 銭

18年３月期 13,824 8,671 62.7 1,027 80

17年３月期 13,730 8,264 60.2 967 68

（注）期末発行済株式数（連結） 18年３月期 8,436,604株 17年３月期 8,540,334株

(3）連結キャッシュ・フローの状況 （注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

営業活動による
キャッシュ・フロー

投資活動による
キャッシュ・フロー

財務活動による
キャッシュ・フロー

現金及び現金同等物
期末残高

百万円 百万円 百万円 百万円

18年３月期 1,369 △1,229 △351 2,008

17年３月期 582 △454 △179 2,219

(4）連結範囲及び持分法の適用に関する事項  

連結子会社数 ４社 持分法適用非連結子会社数 ― 社 持分法適用関連会社数 ― 社

(5）連結範囲及び持分法の適用の異動状況  

連結（新規） ― 社 （除外） ― 社 持分法（新規） ― 社 （除外） ― 社

２．平成19年３月期の連結業績予想（平成18年４月１日～平成19年３月31日）  

売上高 経常利益 当期純利益

百万円 百万円 百万円

中間期 9,100 440 235

通　期 18,100 1,070 570

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　　67円56銭

※　上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んで

おります。実際の業績等は、業況の変化等により、上記予想数値と異なる場合があります。

なお、上記予想に関する事項は添付資料の４～５ページを参照して下さい。
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１．企業集団の概況

　当社グループは、当社および子会社４社により構成されており、コンタクトレンズの研究開発および製造販売と、コ

ンタクトレンズケア用品、眼鏡、その他商品の販売を主たる業務としております。

　事業内容および当社と関係会社の当該事業に係る位置づけは次のとおりであります。

　なお、事業内容と事業の種類別セグメントにおける事業区分は同一であります。

区分 取扱品目 主な会社

コンタクトレンズ

・ケア用品事業

コンタクトレンズ
ハード系、ソフト系、ディスポーザブル（使

い捨て）レンズ及びその関連事業

当社、㈱タワービジョン、㈱シー

ドアイサービス

コンタクトレンズ

ケア用品

洗浄液、保存液、酵素洗浄液、化学消毒液、

保存ケース、その他

当社、㈱タワービジョン、㈱メガ

サーチ、㈱シードアイサービス

眼鏡事業 眼鏡レンズ、眼鏡フレーム、眼鏡備品
当社、㈱タワービジョン、㈱メガ

サーチ、㈱シードアイサービス

その他事業 眼内レンズ、超音波クリーナー、その他
当社、㈱タワービジョン、㈱メガ

サーチ、㈱シードアイサービス

　以上の企業集団について図示すると次のとおりであります。

（事業系統図）

 
製造・研究開発施設 
シード総合研究所 
（埼玉県桶川市） 

株式会社 シード （製造・販売） 
 ○コンタクトレンズ・ケア用品事業 
 ○眼鏡事業 ○その他事業 

製商品 

株式会社 タワービジョン（販売） 株式会社 シードアイサービス（販売） 

株式会社 メガサーチ（販売） 

顧 客 

製商品 

得意先 

得意先 

製商品 

京都コンタクトレンズ株式会社（販売） 

現在、休眠会社であります。 

製商品 

製商品 

顧 客 

（連結子会社） 

（連結子会社） （連結子会社） 

（連結子会社） 

　（注）　株式会社メディエイトは、平成18年４月１日付で株式会社シードアイサービスに社名変更いたしました。
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２．経営方針
１．経営の基本方針

　当社は昭和26年、日本で初めてコンタクトレンズの研究を開始して以来、常に「安全と高品質」を第一に掲げ、お

客様のニーズに応える様々なコンタクトレンズを開発してきました。当社のコンタクトレンズ開発・製造の歩みは、

そのまま「日本のコンタクトレンズの進化の歴史」であると自負しております。

　「多くの人々の健康と幸せのために、より安全で高品質なアイケア製品の提供を通し社会に貢献する」という理念

のもと、コンタクトレンズ事業にとどまらず、ケア用品、眼鏡レンズ・フレーム、眼内レンズ、医療機器など幅広く

事業を展開し、「見えるをサポートする」総合メーカーとして、世の中の変化に素早く対応し、お客様のニーズに的

確に応え続けることが、当社の使命であると考えております。

２．利益配分に関する基本方針

　当社グループは、安定的な経営基盤の確保に努めるとともに、株主の皆様に可能な限りの配当の継続を実施すべき

ことを重要な経営課題と考えております。継続的かつ安定的な配当とともに、大きな変化に直面している市場動向に

迅速に対処し、安定した成長の継続、事業拡大のための内部留保の確保の観点も勘案した上での利益還元に努めるこ

とを基本方針と位置付けております。

　会社法の施行により、配当に関する回数制限が撤廃され四半期配当の実施等が可能となりましたが、当社グループ

といたしましては、経営環境や社内体制、財政状態等を充分に踏まえたうえで検討を行ってまいります。

　当期につきましては、３．経営成績で述べますとおり当社グループの当期純利益は475百万円（前期比67.9％増）と

なり、利益配当金は１株当たり２円50銭増加の７円50銭とさせていただきます。

３．投資単位の引下げに関する考え方及び方針等

　株式の投資単位引下げは、より広範な投資家の市場参加促進や、株式の流動性を高めるための有用な手段のひとつ

であると考えております。

　当社といたしましては、投資しやすい環境を整えるために、当社株式の株価や出来高の推移等を勘案し、投資単位

の見直しや株式分割等の検討を行ってまいります。

４．会社が対処すべき課題

　平成15年３月期の赤字転落以降、当社グループは、社内組織改革、業務運営方法の改善等、企業体質の強化に取り

組んでまいりました。以後、当期までの利益業績推移から、ある程度の体質強化が達成できたものと判断しておりま

す。しかしながら、売上規模においては依然低下傾向が継続しております。企業体質の強化を「守備」と言うならば、

今後は「攻撃」面にも注力し、下記を中心とした諸施策を遂行し、シェアアップに取り組んでまいります。

(1）鴻巣新工場建設の円滑な推進と販売体制の強化

　国内メーカーでは初めてとなる自社製造による２週間定期交換コンタクトレンズに続いて、１日使い捨てコンタ

クトレンズ市場にも参入すべく、新工場建設用地を埼玉県鴻巣市に昨年12月に取得いたしました。シェア向上のた

めの足掛りとなる重要なプロジェクトとして、平成19年秋の竣工に向けて全社総力を挙げて建設を進めてまいります。

　また、１日使い捨てコンタクトレンズの販売開始に備えるため、営業力強化、販路拡大、物流体制の整備にも取

り組んでまいります。

(2）“シード”ブランドの強化

　シェアアップのためには営業力強化は当然のこと、ブランド力の強化にも取り組んでまいります。既存及び潜在顧

客に対する知名度・認知度を高めるため、各マス媒体における広告宣伝活動を強化し、営業力との相乗効果で“シー

ド”ブランドの確立を目指します。

　さらに、中長期的戦略として、上記に挙げました諸施策の継続とともに、①モールド製造ラインの製造原価低減、

②自社製品ポートフォリオへのシフトによる収益確保、③ＤＤＳ（薬物伝送システム）等をはじめとする機能性の富

んだ新たな製品開発等の施策を確実に実行し、強固な経営基盤の確立を目指します。

５．コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及びその施策の実施状況

　別途開示を予定しておりますコーポレート・ガバナンスに関する報告書の「内部統制システムに関する基本的な考

え方及びその整備の状況」をご参照ください。

６．親会社等に関する事項

該当事項はありません。
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３．経営成績

１．当期の営業の概況

　当期におけるわが国経済は、顕著な企業収益改善や設備投資の増加を背景に、雇用情勢についての改善も見受けら

れ、総じて、デフレ脱却に向けた回復基調にありました。

　コンタクトレンズ業界におきましては、パソコンやゲーム機器等の普及・拡大による視力環境の悪化から装用人口

が増加しており、ディスポーザブル（使い捨て）レンズを中心に、市場は緩やかではありますが拡大しております。

　このような状況の中で、当社グループとしましては“営業力強化に向けた社内体制の拡充”を当期の重点課題とし、

営業手法の改善や社内制度全般の運営方法改善を図るとともに、2week Pureを柱としたコンタクトレンズの売上増大

に取り組んでまいりました。

　この結果、連結売上高につきましては、販売競争激化によるケア用品や眼鏡の落込みの影響により、18,410百万円

（前期比0.9％減）と若干の減収となりました。利益につきましては、自社製造コンタクトレンズ販売の注力により売

上総利益は増加し、一方で業務効率改善による経費節減に努め、その結果、経常利益901百万円（前期比64.6％増）、

当期純利益は475百万円（前期比67.9％増）となりました。

　事業の種類別セグメントの状況は次のとおりであります。

（コンタクトレンズ・ケア用品事業）

　コンタクトレンズ・ケア用品事業につきましては、2week Pureの牽引によってコンタクトレンズ全体で前年を

上回る売上を計上できましたものの、競争激化に伴うケア用品の落込みが大きく、それをカバーするには至りま

せんでした。

　この結果、コンタクトレンズ・ケア用品事業全体の売上高は14,816百万円（前期比2.2％減）となりました。し

かし、営業利益は業務フローの見直しによる効率化、広告宣伝費の投下先を厳選し効率的な使用に努めたこと、

及び操業度アップによる製造コストダウン等により、1,349百万円（前期比41.8％増）となりました。

（眼鏡事業）

　眼鏡事業につきましては、レンズ、フレーム共に小売市場の販売競争に巻き込まれた結果、売上高2,262百万円

（前期比8.4％減）と大幅な減少となりましたものの、営業利益は経費節減効果により101百万円（前期比43.4％

増）となりました。

（その他事業）

　その他事業につきましては、モノマー技術を活かした商材の販売や白内障のオペ数増加により眼内レンズが増

加したため、売上高1,331百万円（前期比37.3％増）となりましたものの、売上総利益が希薄な事業なため営業損

失16百万円（前期営業損失15百万円）となりました。

２．財政状態

　当期末における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）は、前期末に比べて210百万円減少し2,008百万円

となりました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は以下のとおりであります。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　営業活動の結果得られた資金は、1,369百万円（前期比786百万円増）となりました。これは主に、税金等調整

前当期純利益の増加及び売上債権、たな卸資産の減少によるものであります。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　投資活動の結果使用した資金は、1,229百万円（前期比774百万円増）であります。これは主に、新工場建設用

地の取得や、モールド製造ラインに係る設備の購入によるものであります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　財務活動の結果使用した資金は、351百万円（前期比172百万円増）であります。これは主に、借入額が減少し

たこと及び復配により配当金の支払が発生したことによるものであります。
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（キャッシュ・フロー指標のトレンド）

平成16年３月期 平成17年３月期 平成18年３月期

株主資本比率（％） 58.7 60.2 62.7

時価ベースの株主資本比率（％） 19.3 28.5 49.4

債務償還年数（年） 0.5 1.5 0.5

インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍） 84.8 44.5 170.4

（注）時価ベースの株主資本比率：株式時価総額／総資産

　 （株式時価総額は期末株価終値×期末発行済株式数により算出）

　　 債務償還年数：有利子負債／営業キャッシュ・フロー

　　 インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー／利払い

３．次期の見通し

　今後の見通しにつきましては、引き続き企業収益の改善傾向や個人消費の回復基調により、景気は拡大傾向を続け

るものと見られますが、一方では原油価格高騰の長期化や、金利上昇傾向からの悪影響が懸念される等、楽観のでき

ない状況が続くものと思われます。

　当社グループといたしましては、対処すべき課題でも述べましたように、コンタクトレンズを中心にシェアアップ

を図ることが最大の課題であると認識しております。

　市場におけるシェア向上を目指し、新商品の投入や“シード”ブランドの強化、販売チャネルの見直し等の諸施策

に全社員一丸となり取り組んでまいります。

　以上により、次期の当社グループ全体の売上高は、ケア用品やモノマー商材の販売減少傾向を勘案いたしまして

18,100百万円（前期比1.7％減）となり、利益につきましては、引き続きの原価低減や業務効率化等によりまして、経

常利益1,070百万円（前期比18.6％増）、当期純利益570百万円（前期比19.8％増）を見込んでおります。

４．事業等のリスク

　当社グループの経営成績に影響を及ぼす可能性のある事項については以下のようなものがあります。

　なお、文中における将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものであります。

(1）業界動向

　当社グループの主要事業であるコンタクトレンズ・ケア用品事業は、医療用具、医薬品、医薬部外品に該当し、

薬事法の規制の下で成り立っております。近年、医療業界においては、目まぐるしく法改正が実施されており、今

後の改正内容如何によっては、当社グループの経営成績に重大な影響を与える可能性があります。

(2）新製品開発力

　当社グループは、市場のニーズに応えるべく製品の研究開発に取り組んでおりますが、法改正や急速な市場変化

により様々なリスクが発生し、当社グループの経営成績に重大な影響を与える可能性があります。

  ①長期的な投資や資源の大量投下が、新技術や新製法の確立に必ずつながるものではありません。

  ②市場のニーズに合致する新製品や新技術を的確に予想できるとは限りません。

  ③当社が開発した新技術や新製法が、独自の知的財産権として保護される保証はありません。

(3）製品の欠陥

　当社グループのコンタクトレンズは、ＧＭＰ認定工場である総合研究所（埼玉県桶川市）において、厚生労働省

の許認可による製法に基づいて製造されております。しかし、全ての製品に欠陥がないという保証はありません。

また、製造物責任賠償については保険に加入しておりますが、全てをカバーできるとは考えられず、今後、大規模

な製造物責任賠償につながる製品欠陥は、多額のコスト増加や企業評価・信頼性を損なうこととなり、当社グルー

プの経営成績に影響を与える可能性があります。

(4）知的財産保護の限界

　当社グループの技術とノウハウの一部を使って、第三者が類似した、もしくは当社グループよりも優れた製品を

製造することを効果的に阻止できない可能性があります。また、当社グループの将来の技術や製法、製品が他社の

知的財産権を侵害しているとされる可能性も考えられます。

(5）災害や停電等

　当社総合研究所は、製造ラインの中断による生産能力の低下を抑止するため、また、周辺地域への安全対策とし

て、定期的な災害防止検査と設備点検を行ない万全を期しておりますが、完全に防止・軽減できるという保証はあ

りません。

  万が一、大規模な地震の発生や近隣の火災等により操業を中断する事象が発生した場合は、コンタクトレンズの

生産能力が低下する可能性があります。
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４．連結財務諸表等
(1）連結貸借対照表

  
前連結会計年度

（平成17年３月31日）
当連結会計年度

（平成18年３月31日）
対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

（資産の部）  

Ⅰ　流動資産  

現金及び預金 2,219,572 2,008,731 △210,840

受取手形及び売掛金  4,390,273 4,068,936 △321,336

たな卸資産 2,256,758 2,029,359 △227,398

繰延税金資産 168,280 216,460 48,180

未収入金 325,650 308,997 △16,652

その他 159,940 132,350 △27,589

貸倒引当金 △84,760 △26,940 57,820

流動資産合計 9,435,714 68.7 8,737,896 63.2 △697,818

Ⅱ　固定資産  

１．有形固定資産 ※１  

建物及び構築物 ※２ 748,503 696,367 △52,135

機械装置及び運搬具 591,368 661,681 70,313

土地 ※２ 1,772,476 2,743,800 971,323

その他 300,458 131,230 △169,228

有形固定資産合計 3,412,806 24.9 4,233,080 30.6 820,273

２．無形固定資産 73,492 0.5 44,651 0.3 △28,841

３．投資その他の資産  

投資有価証券 159,165 211,129 51,964

長期貸付金 2,286 35 △2,251

固定化営業債権 ※３ 242,546 251,426 8,880

長期前払費用 51,627 4,713 △46,913

敷金 123,596 113,924 △9,671

差入保証金 147,865 139,552 △8,312

繰延税金資産 208,510 232,500 23,990

その他 115,503 106,935 △8,568

貸倒引当金 △242,540 △251,420 △8,880

投資その他の資産合計 808,560 5.9 808,797 5.9 237

固定資産合計 4,294,860 31.3 5,086,529 36.8 791,668

資産合計 13,730,574 100.0 13,824,425 100.0 93,850
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前連結会計年度

（平成17年３月31日）
当連結会計年度

（平成18年３月31日）
対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

（負債の部）  

Ⅰ　流動負債  

支払手形及び買掛金  2,723,304 2,614,605 △108,698

短期借入金 ※２ 603,143 595,640 △7,503

未払法人税等 205,061 392,851 187,790

未払消費税等 9,134 95,053 85,919

未払金 557,927 340,269 △217,658

未払費用 28,127 44,881 16,753

賞与引当金 157,700 173,300 15,600

その他 159,539 70,383 △89,155

流動負債合計 4,443,937 32.4 4,326,984 31.3 △116,952

Ⅱ　固定負債  

長期借入金 ※２ 274,380 73,940 △200,440

退職給付引当金 631,210 694,675 63,465

役員退職慰労引当金 54,170 42,942 △11,228

固定負債合計 959,760 7.0 811,557 5.9 △148,203

負債合計 5,403,697 39.4 5,138,541 37.2 △265,155

（少数株主持分）  

少数株主持分 62,585 0.4 14,716 0.1 △47,868

（資本の部）  

Ⅰ　資本金 ※４ 1,841,280 13.4 1,841,280 13.3 －

Ⅱ　資本剰余金 2,474,160 18.0 2,474,160 17.9 －

Ⅲ　利益剰余金 4,068,843 29.6 4,501,767 32.6 432,924

Ⅳ　その他有価証券評価差額金 33,199 0.3 59,543 0.4 26,343

Ⅴ　自己株式 ※５ △153,191 △1.1 △205,584 △1.5 △52,393

資本合計 8,264,291 60.2 8,671,166 62.7 406,874

負債、少数株主持分及び資本
合計

13,730,574 100.0 13,824,425 100.0 93,850
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(2）連結損益計算書

  
前連結会計年度

(自　平成16年４月１日
　至　平成17年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成17年４月１日
　至　平成18年３月31日)

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

増減
（千円）

Ⅰ　売上高 18,586,431 100.0 18,410,437 100.0 △175,994

Ⅱ　売上原価 12,450,485 67.0 12,191,601 66.2 △258,883

売上総利益 6,135,946 33.0 6,218,835 33.8 82,889

Ⅲ　販売費及び一般管理費
※１
※２

5,519,165 29.7 5,098,268 27.7 △420,897

営業利益 616,780 3.3 1,120,567 6.1 503,786

Ⅳ　営業外収益  

受取利息 149 143 △6

受取配当金 2,077 2,138 60

受取賃貸料 10,708 10,150 △558

その他 31,236 41,647 10,411

計 44,172 0.2 54,079 0.3 9,907

 Ⅴ　営業外費用  

支払利息 12,389 7,934 △4,454

たな卸資産処分損 70,027 18,630 △51,397

たな卸資産評価損 － 237,126 237,126

その他 30,544 9,042 △21,501

計 112,962 0.6 272,735 1.5 159,773

経常利益 547,991 2.9 901,911 4.9 353,920

Ⅵ　特別利益  

貸倒引当金戻入額 53,582 47,005 △6,576

計 53,582 0.3 47,005 0.3 △6,576

Ⅶ　特別損失  

固定資産除却損 ※３ 10,699 1,040 △9,659

店舗閉鎖損 ※４ 22,208 14,205 △8,002

電話加入権評価損  － 21,551 21,551

保険解約損 11,115 － △11,115

計 44,022 0.2 36,797 0.2 △7,224

税金等調整前当期純利益 557,550 3.0 912,119 5.0 354,569

法人税、住民税及び事業税 239,401 1.3 521,261 2.8 281,860

法人税等調整額 20,920 0.1 △90,270 △0.4 △111,190

少数株主利益（控除） 13,899 0.1 5,502 △0.0 △8,397

当期純利益 283,329 1.5 475,626 2.6 192,296
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(3）連結剰余金計算書

  
前連結会計年度

(自　平成16年４月１日
　至　平成17年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成17年４月１日
　至　平成18年３月31日)

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）
増減

（千円）

（資本剰余金の部）  

Ⅰ　資本剰余金期首残高 2,474,160 2,474,160 －

Ⅱ　資本剰余金期末残高 2,474,160 2,474,160 －

（利益剰余金の部）  

Ⅰ　利益剰余金期首残高 3,785,513 4,068,843 283,329

Ⅱ　利益剰余金増加高

当期純利益 283,329 283,329 475,626 475,626 192,296

Ⅲ　利益剰余金減少高

配当金 － － 42,701 42,701 42,701

Ⅳ　利益剰余金期末残高 4,068,843 4,501,767 432,924
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(4）連結キャッシュ・フロー計算書

  
前連結会計年度

(自　平成16年４月１日
　至　平成17年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成17年４月１日
　至　平成18年３月31日)

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益 557,550 912,119

減価償却費 339,028 409,489

貸倒引当金の増減額 △59,750 △48,940

退職給付引当金の増減額 20,794 63,465

賞与引当金の増減額 19,900 15,600

役員退職慰労引当金の増減額 5,464 △11,228

受取利息及び受取配当金 △2,227 △2,282

支払利息 12,389 7,934

固定資産除却損 10,699 1,040

店舗閉鎖損 22,208 11,506

電話加入権評価損 － 21,551

保険解約損 11,115 －

売上債権の増減額 632,600 312,457

たな卸資産の増減額 △498,450 227,398

未収入金の増減額 6,284 △25,025

仕入債務の増減額 △377,857 △108,698

その他 61,059 △65,893

小計 760,807 1,720,494

利息及び配当金の受取額 2,227 2,282

利息の支払額 △13,090 △8,039

法人税等の支払額 △167,041 △345,163

営業活動によるキャッシュ・フロー 582,903 1,369,574
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前連結会計年度

(自　平成16年４月１日
　至　平成17年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成17年４月１日
　至　平成18年３月31日)

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出 △2,255 △7,520

有形固定資産の取得による支出 △465,986 △1,265,483

貸付金の回収による収入 6,101 2,251

敷金・保証金の解約による収入 67,722 34,811

その他 △60,400 6,779

投資活動によるキャッシュ・フロー △454,817 △1,229,161

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入 290,000 －

短期借入金の純増減額 － 112,000

長期借入れによる収入 200,000 －

長期借入金の返済による支出 △626,572 △319,943

配当金の支払額 △50 △42,863

自己株式の取得による支出 △42,514 △52,393

連結子会社による自己株式の取得に
よる支出

－ △48,150

財務活動によるキャッシュ・フロー △179,137 △351,349

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算差額 △82 96

Ⅴ　現金及び現金同等物の増減額 △51,134 △210,840

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高 2,270,706 2,219,572

Ⅶ　現金及び現金同等物の期末残高 ※１ 2,219,572 2,008,731
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連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

前連結会計年度
(自　平成16年４月１日
　至　平成17年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成17年４月１日
　至　平成18年３月31日)

１．連結の範囲に関する事項

　㈱タワービジョン、㈱メガサーチ、㈱メディエイト、

京都コンタクトレンズ㈱の４社を連結の範囲に含めてお

ります。

　なお、非連結子会社はありません。

１．連結の範囲に関する事項

同左

 

 

　

　なお、㈱メディエイトは、平成18年４月１日付で㈱

シードアイサービスに社名変更しております。

２．持分法の適用に関する事項

　持分法適用の非連結子会社及び関連会社はありません。

２．持分法の適用に関する事項

同左

３．連結子会社の事業年度等に関する事項

　すべての連結子会社の事業年度の末日は、連結決算日

と一致しております。

３．連結子会社の事業年度等に関する事項

同左

４．会計処理基準に関する事項 ４．会計処理基準に関する事項

(1）重要な資産の評価基準及び評価方法 (1）重要な資産の評価基準及び評価方法

①　有価証券

　その他有価証券

時価のあるもの－決算日の市場価格等に基づく

時価法（評価差額は全部資本

直入法により処理し、売却原

価は移動平均法により算定）

①　有価証券

　その他有価証券

時価のあるもの－同左

時価のないもの－移動平均法による原価法 時価のないもの－同左

②　たな卸資産

製品・仕掛品－総平均法による原価法

商品・原材料－先入先出法による原価法

②　たな卸資産

　同左

(2）重要な減価償却資産の減価償却の方法 (2）重要な減価償却資産の減価償却の方法

①　有形固定資産

　　　定率法

　ただし、平成10年４月１日以降に取得した建物

（附属設備を除く）については、定額法によってお

ります。なお、取得価額が10万円以上20万円未満の

資産については、３年間で均等償却する方法を採用

しております。

　主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物及び構築物　　　　　　　　　　２～50年

機械装置及び運搬具　　　　　　　　２～13年

その他（工具器具及び備品）　　　　２～20年

①　有形固定資産

　　　同左

②　無形固定資産

　　　定額法

　ただし、ソフトウェア（自社利用分）については、

社内における利用可能期間（５年）に基づく定額法

によっております。

②　無形固定資産

　　　同左

③　長期前払費用

　　　定額法

③　長期前払費用

　　　同左
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前連結会計年度
(自　平成16年４月１日
　至　平成17年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成17年４月１日
　至　平成18年３月31日)

(3）重要な引当金の計上基準 (3）重要な引当金の計上基準

①　貸倒引当金

　売掛金等の貸倒れによる損失に備えるため、一般

債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等

特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、

回収不能見込額を計上しております。

①　貸倒引当金

　　同左

②　賞与引当金

　従業員の賞与の支給に備えるため、支給見込額を

計上しております。

②　賞与引当金

　　同左

③　退職給付引当金

　従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年度

末における退職給付債務の見込額に基づき計上して

おります。なお、数理計算上の差異は、各連結会計

年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以

内の一定の年数（５年）による定額法により按分し

た額をそれぞれ発生の翌連結会計年度から費用処理

しております。

③　退職給付引当金

　　同左

④　役員退職慰労引当金

　役員の退職慰労金の支払に備えるため、内規に基

づく期末要支給額を計上しております。

④　役員退職慰労引当金

　　同左

(4）重要なリース取引の処理方法

　リース物件の所有権が借主に移転すると認められる

もの以外のファイナンス・リース取引については、通

常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によって

おります。

(4）重要なリース取引の処理方法

　  同左

(5）重要なヘッジ会計の方法 (5）重要なヘッジ会計の方法

①ヘッジ会計の方法

　為替予約について振当処理の要件を満たしている場

合は振当処理を行っております。

①ヘッジ会計の方法

　　同左

②ヘッジ手段とヘッジ対象

　外貨建取引（金銭債権債務、予定取引）をヘッジ対

象とし、為替予約取引をヘッジ手段として用いており

ます。

②ヘッジ手段とヘッジ対象

　　同左

③ヘッジ方針

　外貨建取引の為替変動リスクをヘッジするために為

替予約取引を用いており、外貨建取引（金銭債権債務、

予定取引）の範囲内で為替予約を行っております。

③ヘッジ方針

　　同左

④ヘッジ有効性評価の方法

　ヘッジ手段に関する重要な条件がヘッジ対象と同一

であり、ヘッジ開始時及びその後においても継続して

相場変動が完全に相殺されるものであると想定するこ

とができるためヘッジの有効性の判定は省略しており

ます。

④ヘッジ有効性評価の方法

　　同左

(6）その他連結財務諸表作成のための重要な事項

①消費税等の会計処理

　税抜方式を採用しております。

(6）その他連結財務諸表作成のための重要な事項

①消費税等の会計処理

　　　　　　　　 同左
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前連結会計年度
(自　平成16年４月１日
　至　平成17年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成17年４月１日
　至　平成18年３月31日)

５．連結子会社の資産及び負債の評価に関する事項

　連結子会社の資産及び負債の評価については、全面時

価評価法を採用しております。

５．連結子会社の資産及び負債の評価に関する事項

同左

６．連結調整勘定の償却に関する事項

　連結調整勘定の償却については、少額のため発生日を

含む連結会計年度に一括償却しております。

６．連結調整勘定の償却に関する事項

同左

７．利益処分項目等の取扱いに関する事項

　連結剰余金計算書については、連結会計年度中に確定

した連結会社の利益処分に基づいて作成しております。

７．利益処分項目等の取扱いに関する事項

同左

８．連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

　連結キャッシュ・フロー計算書における資金（現金及

び現金同等物）は、手許現金、随時引き出し可能な預金

及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について

僅少なリスクしか負わない取得日３ヶ月以内に償還期限

の到来する短期投資からなっております。

８．連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

同左
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表示方法の変更

前連結会計年度
(自　平成16年４月１日
　至　平成17年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成17年４月１日
　至　平成18年３月31日)

（連結貸借対照表） （連結キャッシュ・フロー計算書）

　　「設備支払手形」（当連結会計年度137,875千円）は、

前連結会計年度まで、「支払手形及び買掛金」に含めて

表示しておりましたが、当連結会計年度において、負債

及び資本の総額の100分の1を超えたため流動負債の「そ

の他」に含めて表示しております。

　なお、前連結会計年度の「支払手形及び買掛金」に含

まれております「設備支払手形」は29,882千円でありま

す。 

　　財務活動によるキャッシュ・フローの短期借入金の増

加、減少額は、前連結会計年度において、「短期借入れ

による収入」（当連結会計年度1,660,000千円）「短期

借入金の返済による支出」（当連結会計年度1,548,000

千円）としてそれぞれ表示しておりましたが、期間が短

く、かつ、回転が速い項目であるため、当連結会計年度

より「短期借入金の純増加額」として純額表示しており

ます。

 

（連結キャッシュ・フロー計算書）  

　　「投資有価証券の売却による収入」は、前連結会計年

度まで、区分掲記しておりましたが、当連結会計年度に

おいて、重要性が乏しくなったため、投資活動による

キャッシュフローの「その他」に含めて表示しておりま

す。

 　なお、当連結会計年度末の「投資有価証券の売却に

よる収入」は96千円であります。
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注記事項

（連結貸借対照表関係）

前連結会計年度
（平成17年３月31日）

当連結会計年度
（平成18年３月31日）

※１．有形固定資産の減価償却累計額 ※１．有形固定資産の減価償却累計額

1,857,242千円 2,169,338千円

※２．担保提供資産 ※２．担保提供資産

建物及び構築物 81,215千円

土地 82,998

計 164,213

建物及び構築物 75,744千円

土地 82,998

計 158,742

対応債務 対応債務

短期借入金 129,743千円

長期借入金 108,580

計 238,323

短期借入金 197,640千円

長期借入金 10,940

計 208,580

※３．財務諸表等規則第32条第１項第10号の債権でありま

す。

※３．　　　　　　　　 同左

※４．当社の発行済株式総数は、普通株式9,112,000株で

あります。

※４．当社の発行済株式総数は、普通株式9,112,000株で

あります。

※５．当社が保有する自己株式の数は、普通株式571,666

株であります。

※５．当社が保有する自己株式の数は、普通株式675,396

株であります。

（連結損益計算書関係）

前連結会計年度
(自　平成16年４月１日
　至　平成17年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成17年４月１日
　至　平成18年３月31日)

※１．販売費及び一般管理費について ※１．販売費及び一般管理費について

主要な費目 主要な費目

広告宣伝費 806,938千円

給料手当 1,228,488

業務委託費 252,432

荷造運賃 373,274

減価償却費 79,536

退職給付費用 89,162

賞与引当金繰入額 134,434

役員退職慰労引当金繰入額 7,547

その他 2,547,352

合計 5,519,165

広告宣伝費 639,830千円

給料手当 1,150,357

業務委託費 253,215

荷造運賃 356,105

減価償却費 65,935

退職給付費用 87,626

賞与引当金繰入額 149,700

役員退職慰労引当金繰入額 5,825

その他 2,389,672

合計 5,098,268

※２．一般管理費に含まれる研究開発費 365,310千円 ※２．一般管理費に含まれる研究開発費 372,078千円

※３．固定資産除却損の内容は次のとおりであります。 ※３．　　　　　　―――――――――

建物及び構築物 2,121千円

その他 8,577

合計 10,699

※４．子会社である㈱メディエイト及び㈱メガサーチの店

舗閉鎖に伴い発生したものであります。

※４．子会社である㈱タワービジョン、㈱メディエイト及

び㈱メガサーチの店舗閉鎖に伴い発生したものであり

ます。
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（連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前連結会計年度
(自　平成16年４月１日
　至　平成17年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成17年４月１日
　至　平成18年３月31日)

※１．現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に

掲記されている科目との関係

※１．現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に

掲記されている科目との関係

（平成17年３月31日現在） （平成18年３月31日現在）

現金及び預金勘定 2,219,572千円

現金及び現金同等物 2,219,572

現金及び預金勘定 2,008,731千円

現金及び現金同等物 2,008,731

①　リース取引

　　　ＥＤＩＮＥＴにより開示を行うため記載を省略しております。
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②　有価証券

前連結会計年度（平成17年３月31日）

１．その他有価証券で時価のあるもの（平成17年３月31日）

 種類 取得原価（千円）
連結貸借対照表計上額

（千円）
差額（千円）

連結貸借対照表計上額が

取得原価を超えるもの

(1）株式 87,306 144,153 56,846

(2）債券 － － －

(3）その他 － － －

小計 87,306 144,153 56,846

連結貸借対照表計上額が

取得原価を超えないもの

(1）株式 12,021 11,124 △897

(2）債券 － － －

(3）その他 － － －

小計 12,021 11,124 △897

合計 99,328 155,278 55,949

 　(注）   減損処理にあたっては、期末における時価が取得価額に対して50％以上下落した場合には減損処理を行い、30

～50％程度下落した場合には、回復可能性や過去の実績を考慮して必要と認められた場合に減損処理を行って

おります。

２．当連結会計年度中に売却したその他有価証券（自　平成16年４月１日　至　平成17年３月31日）

　　　　　　　重要性が乏しいため、記載を省略しております。

３．時価評価されていない主な有価証券の内容（平成17年３月31日）

 連結貸借対照表計上額（千円）

　その他有価証券

非上場株式 3,887

４．その他有価証券のうち満期があるものの今後の償還予定額

該当事項はありません。

当連結会計年度（平成18年３月31日）

１．その他有価証券で時価のあるもの（平成18年３月31日）

 種類 取得原価（千円）
連結貸借対照表計上額

（千円）
差額（千円）

連結貸借対照表計上額が

取得原価を超えるもの

(1）株式 100,649 201,829 101,179

(2）債券 － － －

(3）その他 － － －

小計 100,649 201,829 101,179

連結貸借対照表計上額が

取得原価を超えないもの

(1）株式 4,198 3,412 △786

(2）債券 － － －

(3）その他 － － －

小計 4,198 3,412 △786

合計 104,848 205,242 100,393

 　(注）   減損処理にあたっては、期末における時価が取得価額に対して50％以上下落した場合には減損処理を行い、30

～50％程度下落した場合には、回復可能性や過去の実績を考慮して必要と認められた場合に減損処理を行って

おります。

２．当連結会計年度中に売却したその他有価証券（自　平成17年４月１日　至　平成18年３月31日）

　　　　　　　該当事項はありません。

３．時価評価されていない主な有価証券の内容（平成18年３月31日）

 連結貸借対照表計上額（千円）

　その他有価証券

非上場株式 5,887

４．その他有価証券のうち満期があるものの今後の償還予定額

該当事項はありません。
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③　デリバティブ取引

1.取引の状況に関する事項

前連結会計年度
(自　平成16年４月１日
　至　平成17年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成17年４月１日
　至　平成18年３月31日)

(1）取引の内容及び目的

　海外取引における為替変動リスクを回避し利益管

理を適切にする目的で為替予約取引を利用しており

ます。なお、為替予約取引についてヘッジ会計を適

用しております。

(1）取引の内容及び目的

同左

　　①ヘッジ会計の方法

　為替予約について振当処理の要件を満たしている

場合は振当処理を行っております。

　　①ヘッジ会計の方法

同左

　　②ヘッジ手段とヘッジ対象

　外貨建取引（金銭債権債務、予定取引）をヘッジ

対象とし、為替予約取引をヘッジ手段として用いて

おります。

　　②ヘッジ手段とヘッジ対象

同左

　　③ヘッジ方針

　外貨建取引の為替変動リスクをヘッジするために

為替予約取引を用いており、外貨建取引（金銭債権

債務、予定取引）の範囲内で為替予約を行っており

ます。

　　③ヘッジ方針

同左

　　④ヘッジ有効性評価の方法

　ヘッジ手段に関する重要な条件がヘッジ対象と同

一であり、ヘッジ開始時及びその後においても継続

して相場変動が完全に相殺されるものであると想定

することができるためヘッジの有効性の判定は省略

しております。

　　④ヘッジ有効性評価の方法

同左

(2）取引に対する取組方針

　外貨建取引金額の範囲内で為替予約取引を行い、

投機的な目的のためのデリバティブ取引は行わない

方針であります。

(2）取引に対する取組方針

同左

(3）取引に係るリスクの内容

　為替予約取引は、為替相場の変動によるリスクが

あります。

(3）取引に係るリスクの内容

同左

(4）取引に係るリスク管理体制

　為替予約取引については、社内ルールに従い、資

金担当部門が決裁担当者の承認を得て行っておりま

す。

(4）取引に係るリスク管理体制

同左

２.取引の時価等に関する事項

前連結会計年度
（平成17年３月31日）

当連結会計年度
（平成18年３月31日）

　デリバティブ取引の契約残高がないため、該当事項

はありません。

　　　　　　　　　　同左
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④　退職給付

１　採用している退職給付制度の概要

　当社グループは、退職一時金制度を設けております。

２　退職給付債務及びその内訳

  
前連結会計年度

（平成17年３月31日）
当連結会計年度

（平成18年３月31日）

(1）退職給付債務（千円） 682,556 721,745

(2）未認識数理計算上の差異（千円） △51,346 △27,070

(3）退職給付引当金（千円） 631,210 694,675

　（注）　子会社は退職給付債務の算定にあたり、簡便法を採用しております。

３　退職給付費用の内訳

 
前連結会計年度

(自　平成16年４月１日
　至　平成17年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成17年４月１日
　至　平成18年３月31日)

退職給付費用（千円） 101,700 102,816

(1）勤務費用（千円） 71,746 72,959

(2）利息費用（千円） 9,685 9,630

(3）数理計算上の差異の費用処理額（千円） 20,269 20,227

　（注）　簡便法を採用している連結子会社の退職給付費用は、(1）勤務費用に計上しております。

４　退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

 
前連結会計年度

（平成17年３月31日）
当連結会計年度

（平成18年３月31日）

(1）割引率（％） 1.5 1.5

(2）退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準 同左

(3）数理計算上の差異の処理年数（年） 5 5

　発生時における従業員の平均残

存勤務期間以内の一定の年数（５

年）による定額法により按分した

額をそれぞれ発生の翌連結会計年

度から費用処理しております。

同左
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⑤　税効果会計

前連結会計年度
(自　平成16年４月１日
　至　平成17年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成17年４月１日
　至　平成18年３月31日)

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳

繰延税金資産（流動）

貸倒引当金損金算入限度超過額 24,186千円

賞与引当金 64,168

未払費用否認 34,149

その他 58,124

小計 180,628

評価性引当額 △12,348

合計 168,280

繰延税金資産（固定）

貸倒引当金損金算入限度超過額 91,151

退職給付引当金損金算入限度超過

額

242,701

投資有価証券評価損否認 21,002

役員退職慰労引当金 22,041

繰越欠損金 121,002

その他 1,782

小計 499,681

評価性引当額 △134,413

合計 365,267

繰延税金負債（固定）

その他有価証券評価差額金 △22,757

固定資産圧縮積立金 △134,000

  合計 △156,757

繰延税金資産（固定）の純額 208,510

繰延税金資産（流動）

貸倒引当金損金算入限度超過額 5,370千円

賞与引当金 70,515

未払費用否認 47,953

たな卸資産評価損否認 100,933

その他 2,831

小計 227,604

評価性引当額 △11,144

合計 216,460

繰延税金資産（固定）

貸倒引当金損金算入限度超過額 230,442

退職給付引当金損金算入限度超過

額

281,206

投資有価証券評価損否認 21,002

役員退職慰労引当金 17,473

繰越欠損金 86,849

減価償却費損金算入限度超過額 27,351

その他 9,400

小計 673,726

評価性引当額 △266,367

合計 407,358

繰延税金負債（固定）

その他有価証券評価差額金 △40,858

固定資産圧縮積立金 △134,000

  合計 △174,858

繰延税金資産（固定）の純額 232,500

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の原因となった主な項目別の内訳

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の原因となった主な項目別の内訳

　法定実効税率 40.69％

　（調整）   

　住民税均等割額 4.63％

交際費等永久に損金に算入されな

い項目
0.83％

　留保金課税額 7.53％

　租税特別措置法による税額控除額 △5.08％

　評価性引当額の増減 △0.88％

　その他 △1.03％

税効果会計適用後の法人税等の負

担率
46.69％

　法定実効税率 40.69％

　（調整）   

　住民税均等割額 2.87％

交際費等永久に損金に算入されな

い項目
0.46％

　留保金課税額 6.02％

　租税特別措置法による税額控除額 △4.43％

　評価性引当額の増減 2.47％

　その他 △0.83％

税効果会計適用後の法人税等の負

担率
47.25％
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⑥　セグメント情報

ａ．事業の種類別セグメント情報

前連結会計年度
(自　平成16年４月１日
　至　平成17年３月31日)

コンタクト
レンズ・ケ
ア用品事業
（千円）

眼鏡事業
（千円）

その他事業
（千円）

計（千円）
消去又は全
社（千円）

連結
（千円）

Ⅰ 売上高及び営業損益

売上高

(1）外部顧客に対する売上高 15,147,177 2,469,441 969,811 18,586,431 － 18,586,431

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高
－ － － － － －

計 15,147,177 2,469,441 969,811 18,586,431 － 18,586,431

営業費用 14,195,569 2,398,709 985,344 17,579,624 390,026 17,969,651

営業利益又は営業損失

（△）
951,608 70,731 △15,532 1,006,807 △390,026 616,780

Ⅱ
資産、減価償却費及び資本的

支出

資産 9,217,112 1,474,305 470,341 11,161,759 2,568,814 13,730,574

減価償却費 316,911 9,984 4,694 331,589 7,438 339,028

資本的支出 568,132 13,632 11,168 592,933 7,075 600,009

　（注）１．事業区分の方法及び各区分に属する主要な品目の名称

事業は、製品、商品の系列及び市場の類似性を考慮して区分しております。また、これらの事業区分に属す

る主要な品目は次のとおりであります。

事業区分 主要製商品名

コンタクトレンズ・ケア

用品事業

コンタクトレンズ（ハード系、ソフト系、ディスポーザブル（使い捨て）レンズ）、ケア

用品（洗浄液、保存液、酵素洗浄液、コンセプトＦ、オプティ・フリー、ソフトメイト、

保存ケース、その他）、及びその関連事業

眼鏡事業
眼鏡レンズ、眼鏡フレーム（ビビッドムーン、プラスミックス、キンロックアンダーソン、

ファースアファース他）、眼鏡備品、その他

その他事業 眼内レンズ、超音波クリーナー、その他

２．営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は、390,026千円であります。その主

なものは、親会社本社の総務部及び経理部等管理部門に係る費用であります。

３．資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は、2,568,814千円であります。その主なものは、

親会社での余資運用資金（現金及び預金）、長期投資資金（投資有価証券）及び管理部門に係る資産であり

ます。

４．減価償却費には長期前払費用の償却額が含まれており、資本的支出には長期前払費用の増加額が含まれてお

ります。
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当連結会計年度
(自　平成17年４月１日
　至　平成18年３月31日)

コンタクト
レンズ・ケ
ア用品事業
（千円）

眼鏡事業
（千円）

その他事業
（千円）

計（千円）
消去又は全
社（千円）

連結
（千円）

Ⅰ 売上高及び営業損益

売上高

(1）外部顧客に対する売上高 14,816,530 2,262,675 1,331,230 18,410,437 － 18,410,437

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高
－ － － － － －

計 14,816,530 2,262,675 1,331,230 18,410,437 － 18,410,437

営業費用 13,467,059 2,161,228 1,348,017 16,976,305 313,564 17,289,869

営業利益又は営業損失

（△）
1,349,471 101,447 △16,787 1,434,132 △313,564 1,120,567

Ⅱ
資産、減価償却費及び資本的

支出

資産 9,117,307 1,238,034 496,345 10,851,688 2,972,736 13,824,425

減価償却費 383,638 10,012 5,512 399,163 10,325 409,489

資本的支出 1,173,826 15,468 9,590 1,198,884 3,678 1,202,563

　（注）１．事業区分の方法及び各区分に属する主要な品目の名称

事業は、製品、商品の系列及び市場の類似性を考慮して区分しております。また、これらの事業区分に属す

る主要な品目は次のとおりであります。

事業区分 主要製商品名

コンタクトレンズ・ケア

用品事業

コンタクトレンズ（ハード系、ソフト系、ディスポーザブル（使い捨て）レンズ）、ケア

用品（洗浄液、保存液、酵素洗浄液、コンセプトＦ、オプティ・フリー、ソフトメイト、

保存ケース、その他）、及びその関連事業

眼鏡事業
眼鏡レンズ、眼鏡フレーム（ビビッドムーン、プラスミックス、キンロックアンダーソン、

ファースアファース他）、眼鏡備品、その他

その他事業 眼内レンズ、超音波クリーナー、その他

２．営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は、313,564千円であります。その主

なものは、親会社本社の総務部及び経理部等管理部門に係る費用であります。

３．資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は、2,972,736千円であります。その主なものは、

親会社での余資運用資金（現金及び預金）、長期投資資金（投資有価証券）及び管理部門に係る資産であり

ます。

４．減価償却費には長期前払費用の償却額が含まれており、資本的支出には長期前払費用の増加額が含まれてお

ります。

ｂ．所在地別セグメント情報

　前連結会計年度及び当連結会計年度において、本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び重要な在外

支店がないため該当事項はありません。

ｃ．海外売上高

　前連結会計年度及び当連結会計年度において、海外売上高は、いずれも連結売上高の10％未満のため、記載

を省略しております。
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⑦　関連当事者との取引

前連結会計年度（自平成16年４月１日　至平成17年３月31日）

役員及び個人主要株主等

属性
会社等の
名称

住所
資本金又は
出資金
（千円）

事業の内容
又は職業

議決権等の
所有（被所
有）割合

関係内容

取引の内容
取引金額
（千円）

科目
期末残高
（千円）役員の

兼任等
事業上
の関係

主要株主（個

人）が議決権の

過半数を所有し

ている会社等

株式会社

ビックカ

メラ

東京都

豊島区
1,050,000 家電量販

（被所有）

直接 2.6％
－

当社製

品の販

売

当社コンタク

トレンズ、ケ

ア用品、眼鏡

の販売

104,153 売掛金 17,807

主要株主（個

人）が議決権の

過半数を所有し

ている会社等

株式会社

オンデー

ズ

東京都

新宿区
73,000 眼鏡の販売

（被所有）

直接 0.3％
－

当社製

品の販

売

当社眼鏡の販

売
34,001 売掛金 2,724

　（注）１．取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

２．取引条件及び取引条件の決定方針等

当社製品の販売については、市場価格を参考の上決定しております。

当連結会計年度（自平成17年４月１日　至平成18年３月31日）

役員及び個人主要株主等

属性
会社等の
名称

住所
資本金又は
出資金
（千円）

事業の内容
又は職業

議決権等の
所有（被所
有）割合

関係内容

取引の内容
取引金額
（千円）

科目
期末残高
（千円）役員の

兼任等
事業上
の関係

主要株主（個

人）が議決権の

過半数を所有し

ている会社等

株式会社

ビックカ

メラ

東京都

豊島区
1,050,000 家電量販

（被所有）

直接 2.6％
－

当社製

品の販

売

当社コンタク

トレンズ、ケ

ア用品、眼鏡

の販売

170,624 売掛金 28,610

　（注）１．取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

２．取引条件及び取引条件の決定方針等

当社製品の販売については、市場価格を参考の上決定しております。
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（１株当たり情報）

前連結会計年度
(自　平成16年４月１日
　至　平成17年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成17年４月１日
　至　平成18年３月31日)

１株当たり純資産額 967円68銭

１株当たり当期純利益 33円03銭

１株当たり純資産額 1,027円80銭

１株当たり当期純利益 56円24銭

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益について

は、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益について

は、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

　（注）　１株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
前連結会計年度

(自　平成16年４月１日
　至　平成17年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成17年４月１日
　至　平成18年３月31日)

当期純利益（千円） 283,329 475,626

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

普通株式に係る当期純利益（千円） 283,329 475,626

普通株式の期中平均株式数（株） 8,577,374 8,457,580

（重要な後発事象）

　　　　　該当事項はありません。
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５．販売の状況

科目

前連結会計年度
（自：平成16年４月１日
至：平成17年３月31日）

当連結会計年度
（自：平成17年４月１日
至：平成18年３月31日）

増減
（△は減）

売上高 構成比 売上高 構成比

千円 ％ 千円 ％ 千円

ハード系コンタクトレンズ 1,677,944 9.0 1,596,763 8.7 △81,180

ソフト系コンタクトレンズ 4,328,004 23.3 4,586,447 24.9 258,442

コンタクトレンズ計 6,005,948 32.3 6,183,211 33.6 177,262

コンタクトレンズケア用品 8,627,924 46.4 8,135,043 44.2 △492,881

眼鏡 2,469,441 13.3 2,262,675 12.3 △206,765

その他商品 1,483,116 8.1 1,829,506 9.9 346,390

小計 12,580,482 67.7 12,227,226 66.4 △353,256

合計 18,586,431 100.0 18,410,437 100.0 △175,994

記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。
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